
    
 

 
※建設キャリアアップシステムのシンボルマーク 

令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日 

不動産・建設経済局建設市場整備課 

建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム 推 進 室 

 

ＣＣＵＳ登録技能者の能力評価手続きを再開！ 
 

建設技能者一人ひとりの技能や経験を評価し、保有資格や就業日数に応じて４段階に 

判定する「能力評価（技能レベル判定）」手続きを再開します！ 

 

○ 平成３１年４月から建設技能者の能力評価制度がスタートし、職種ごとの能力評価基準に

基づき、建設キャリアアップシステムに蓄積・登録される建設技能者一人ひとりの技能や経

験を客観的に評価する仕組みが構築されました。  

○ 本制度においては、能力評価を実施しようとする専門工事業団体等が職種ごとに能力評

価基準案を策定し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 

○ 国土交通大臣から基準認定を受けた職種においては、各団体によって同基準に基づき技

能者の経験、知識・技能、マネジメント能力に応じて４段階で技能レベルの判定が行われる

とともに、技能レベルに応じた建設キャリアアップカード（ゴールド、シルバー、ブルー、ホワイ

ト）が技能者本人に交付されます。  

○ 令和３年６月１６日から技能レベルの判定受付を停止していましたが、今般、ＣＣＵＳにおけ

る技能レベルの判定受付とカード発行をワンストップ化で行うことができる制度整備までの暫

定的な運用として各能力評価実施団体による能力評価（技能レベル判定）手続きを再開しま

すので、お知らせします。ワンストップ化については引き続き検討を進めてまいります。 

○ なお、各能力評価実施団体において、手続きの開始時期が異なりますが、詳細な情報につ

きましては、各能力評価実施団体におけるホームページのＵＲＬ及び連絡先を掲載（別紙参

照）いたしますので、そちらでご確認ください。                               

※掲載されていない職種（造園、配管、グラウト、硝子）については、現在、検討中のため、再

開手続き等が決定しましたら、随時、追記させていただきます。 

 
＜問合せ先＞ 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課建設キャリアアップシステム推進室 

 沖本、山下 

TEL： 03-5253-8111（内線 24-853、24-854） 

03-5253-8283（直通） 

  FAX： 03-5253-1555 

 

 



ＣＣＵＳに関する能力評価・カード発行手続きの再開

○ ＣＣＵＳ登録技能者の能力評価判定（カード発行）手続については、ＣＣＵＳにおける技能レベルの判定受付とカード
発行をワンストップで行うことを可能とする制度整備までの暫定的な運用として、９月１日から、各能力評価実施団体
による能力評価（技能レベル判定）の運用を再開します （４９団体３５職種）。 ※ 他の団体についても準備が整い次第、順次再開します。

○ 各能力評価実施団体において、手続きの開始時期等が異なる場合がありますので、国交省ＨＰにてご確認ください。
※ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html

建設技能者の手続きの流れ

注)『能力評価制度推進協議会』は、能力評価実施期間３５職種４９団体が構成員となり、能力評価制度の推進等を図る協議会。
（事務局：国土交通省及び（一社）建設業専門工事業団体連合会）

対象職種の能力評価手続きを実施している能力
評価実施団体を国交省ＨＰにてご確認ください。

（国交省ＨＰ）
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_con
st_fr2_000040.html

※申請者及び事業者宛に発効後のカードが到着するまで、
おおむね１か月～２か月程度の見込みとなります。

①申請（能力評価実施団体に対して、直接送付
（郵送、メール及びＷＥＢ）

必要な申請書類
①CCUS画面コピー
②能力評価申請書兼キャリアアップカード交付申請書
③経歴証明書
④振込証明書

下記のＵＲＬから書類をダウンロード可能
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensan
gyo_const_fr2_000040.html

② 能力評価実施団体にて能力評価審査を実施

③ （能力評価を反映した）カードの発行

暫定的な運用のスキーム概要

（一財）建設業振興基金

能力評価制度推進協議会

申
請
者

②申請

申請書
証明書類
(CCUS画面コピー等)
経歴証明書 等

能力評価基準
○○技能講習
経験年数 〇年
班長経験 〇年
職長経験 〇年

職種ごとの
能力評価実施団体

(委託による実施含む)

判定ＮＧ

判定ＯＫ④結果通知

①料金支払い
建設キャリアアップ
システム（CCUS）

【事業者情報】
【技能者情報】

【現場情報】

○知識・技能（保有資格等）
○経験（就業日数）(※1)
○マネジメント能力
（職長や班長としての
就業日数 など）

⑤判定結果

⑦カード発行

⑥費用支払い

③申請情報・能力評価基準を審査



①ＷＥＢ ②メール ③郵送

電気 （一社）日本電設工業協会 ※ ０３－５４１３－２１６１ https://www.jeca.or.jp/ 準備中 ○

橋梁 （一社）日本橋梁建設協会　※ ０３－３５０７－５２２５ https://www.jasbc.or.jp/ 準備中 ○

ｺﾝｸﾘｰﾄ （一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会 ０３－３２５４－０７３１ https://www.zenatsuren.com/ 準備中 ○ ○

防水 （一社）全国防水工事業協会 ０３－５２９８－３７９３ https://www.jrca.or.jp/ https://www.jrca.or.jp/ccus/index.html ○

ﾄﾝﾈﾙ （一社）日本トンネル専門工事業協会 ０３－５２５１－４１５０ http://www.tonnel.jp/ https://safe.menlosecurity.com/docview/viewer/docN0AD0EE09F7DFe0cb23e8bfdcf6c6fb81b
0fbf2f7906f575339537d77b8e38907576fd5e86196

○ ○

塗装 （一社）日本塗装工業会　※ ０３－３７７０－９９０１ https://www.nittoso.or.jp/ 準備中 ○

左官 （一社）日本左官業組合連合会　※ ０３－３２６９－０５６０ http://www.nissaren.or.jp/ 準備中 ○

機械土工 （一社）日本機械土工協会 ０３－３８４５－２７２７ http://www.jemca.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

海上起重 （一社）日本海上起重技術協会 ０３－５６４０－２９４１ http://www.kaigikyo.jp/ 準備中

PC （一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会　※ ０３－３２６０－２５４５ http://www.pckouji.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

鉄筋 （公社）全国鉄筋工事業協会 ０３－５５７７－５９５９ https://www.zentekkin.or.jp/ 準備中 ○

圧接 全国圧接業協同組合連合会　※ ０３－５８２１－３９６６ https://www.assetsu.com/ 準備中 ○

型枠 （一社）日本型枠工事業協会 ０３－６４３５－６２０８ http://www.nikkendaikyou.or.jp/ 準備中

（一社）日本建設躯体工事業団体連合会 ０３－３９７２－７２２１ http://nihonkutai.or.jp/

http://nihonkutai.or.jp/2021/08/17/ccus%e7%99%bb%e9%8c%b2%e6%8a%80%e
8%83%bd%e8%80%85%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%b3%e6%8a%80%e8%83%bd%e8
%80%85%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab%e5%

88%a4%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%81%ab/

○ ○

（一社）日本鳶工業連合会 ０３－３４３４－８８０５ http://www.nittobiren.or.jp/ 準備中

切断穿孔 ダイヤモンド工事業協同組合 ０３－３４５４－６９９０ https://www.dca.or.jp/ https://www.dca.or.jp/ccus-level.html ○

（一社）全国建設室内工事業協会 ０３－３６６６－４４８２ http://www.zsk.or.jp/ http://www.zsk.or.jp/ 〇 〇

日本建設インテリア事業協同組合連合会 ０３－３２３９－６５５１ http://jeicif.or.jp/ 準備中 〇 〇

日本室内装飾事業協同組合連合会 ０３－３４３１－２７７５ http://www.nissouren.jp/ 準備中

（一社）日本サッシ協会 ０３－６７２１－５９３４ https://www.jsma.or.jp/ 準備中

（一社）建築開口部協会 ０３－６４５９－０７３０ http://www.cw-fw.or.jp/ 準備中

ｴｸｽﾃﾘｱ （公社）日本エクステリア建設業協会 ０３－３８６５－５６７１ https://jpex.or.jp/ 準備中

建築板金 （一社）日本建築板金協会　※ ０３－３４５３－７６９８ https://www.zenban.jp/group/group-list/nichibankyo/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 ０３－３３７９－４３３８ http://www.n-gaiheki.jp/ 準備中

（一社）全国ダクト工業団体連合会　※ ０３－５５６７－００７１ https://www.duct-jp.net/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

保温保冷 （一社）日本保温保冷工業協会 ０３－３８６５－０７８５ https://www.jtia.org/
https://safe.menlosecurity.com/docview/viewer/docN2BF3A94C0FD09af48719b7653d20f307a

8a5d931d84de6a43a5043096fcf1d81c2f40efe5842
○

冷凍空調 （一社）日本冷凍空調設備工業連合会　※ ０３－３４３５－９４１１ https://www.jarac.or.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

運動施設 （一社）日本運動施設建設業協会 ０３－６６８３－８８６５ http://www.sfca.jp/ 準備中

（一社）全国基礎工事業団体連合会 ０３－３６１２－６６１１ http://www.kt.rim.or.jp/~zenkiren/ 準備中

（一社）日本基礎建設協会 ０３－６６６１－０１２８ http://www.kisokyo.or.jp/ http://www.kisokyo.or.jp/nouryokuhyouka.html ○

ﾀｲﾙ張り （一社）日本タイル煉瓦工事工業会　※ ０３－３２６０－９０２３ https://www.nittaren.or.jp/ 準備中 ○

標識・路面標示 （一社）全国道路標識標示業協会 ０３－３２６２－０８３６ https://zenhyokyo.or.jp/ 準備中

消火設備 （一社）消防施設工事協会 ０３－３２８８－０３５２ http://www.sskk-net.or.jp/ http://www.sskk-net.or.jp/info-20210901/ 〇 〇

全国建設労働組合総連合 ０３－３２００－６２２１ http://www.zenkensoren.org/ 準備中 ○

（一社）ＪＢＮ・全国工務店協会　※ ０３－５５４０－６６７８ https://www.jbn-support.jp/ 準備中 ○

（一社）全国住宅産業地域活性化協議会 ０３－３５３７－０２８７ https://www.jyukatsukyo.or.jp/ 準備中

（一社）日本ログハウス協会　※ ０３－３５８８－８８０８ http://www.loghouse.jpn.com/ 準備中 ○

（一社）プレハブ建築協会　※ ０３－５２８０－３１２１ https://www.purekyo.or.jp/ 準備中 ○

ALC （一社）ＡＬＣ協会　※ ０３－５２５６－０４３２ http://www.alc-a.or.jp/ 準備中 ○

土工 （一社）日本機械土工協会 ０３－３８４５－２７２７ http://www.jemca.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

※　一部の能力評価実施団体においては、他の能力評価実施団体へ委託しております。

能力評価実施団体による能力評価（レベル判定）手続き開始一覧

連絡先 団体ＨＰ
処理方法

申し込みＨＰ

建築大工

基礎工

ﾀﾞｸﾄ

ｻｯｼ・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

内装仕上

鳶・土工

職種 能力評価実施団体


